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は　じ　め　に
　いわゆる「症例報告」は，医学論文の基本とも
言うべきものであり，臨床医が初めて論文を執筆
する際に必ず通る関門の 1つである．しかし，
2015年改正，2017年 5月施行された個人情報保護
法3）の観点に立つと，その扱いはけっして容易で
はなく，今後十分に議論しながらコンセンサスを
形成していくべき問題を多く含んでいる．学会や
専門誌等への症例報告は，「研究目的ではない医
療の一環とみなすことができる場合」には，「人を
対象とする医学系研究に関する倫理指針」6）（以
下，医学系指針）の適用対象外となっている．一
方，「医療・介護関係事業者における個人情報の

適切な取扱いのためのガイダンス」2）においては，
「氏名，生年月日，住所，個人識別符号等を消去す
ることで匿名化されると考えられるが，症例や事
例により十分な匿名化が困難な場合は，本人の同
意を得なければならない」とされている．
　日本精神神経学会倫理委員会（以下，当委員
会）＊1では，「倫理審査が必要な『研究として扱う
症例報告』についてのガイドライン」8）を 2016年 3
月に発出したが，医学系指針に基づく倫理審査の
対象とはならない症例報告を含む，論文発表およ
び学会発表におけるプライバシー保護に関する考
え方を早急に整備する必要性に迫られ，2度の改
訂を経て，2018年 1月に最新版「症例報告を含む
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医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護
に関するガイドライン」9）を作成し，さらにその
後，ガイドライン Q & A10）の発出に至った．本ガ
イドラインに対しては，当学会会員から多くの意
見が寄せられているが，発出に至るまでに当委員
会でも多くの議論の末，現在の形に整えられた経
緯がある．本稿は，当委員会における本ガイドラ
イン作成に至るまでの議論の過程をまとめたもの
であり，本ガイドラインの概要を紹介するととも
に，今後の課題についても併せて論じた．

Ⅰ．症例報告における 
プライバシー保護ガイドラインの概要

　「症例報告を含む医学論文及び学会発表におけ
るプライバシー保護に関するガイドライン」およ
び Q & Aの概要を，表 1に示す．
　個人のプライバシー保護を含む倫理的配慮は，
医師および医療専門職・関係者に求められる重要
な責務である．医師のいわゆる守秘義務は，刑法
第 134条で規定されている2）（「正当な理由がない
のに，その業務上取り扱ったことについて知り得
た人の秘密を漏らしたとき」には懲役または罰金
刑が科せられる．「正当」な行為の範囲については
諸説がある）．一方，医学論文あるいは学会におい
て発表される症例報告は，医学・医療の進歩に貢
献し，国民の健康，福祉の向上に重要な役割を果
たしてきた．
　症例報告では，特定の個人が有する疾患やその
治療内容に関する情報が記載されることが多い．
特に，精神科領域における症例報告では，生活史
や生活環境が詳細に記載されることが必要とさ
れ，完全に個人を特定できないようにすることに
よって，症例報告としての医学的価値を損ねてし
まう場合もあり，固有名詞などを伏せてもなお匿
名化が不十分となることが多い11）．このため，ガ
イドラインではプライバシー保護のために行うべ
き具体的なリスク低減策（氏名・住所・実年齢な

どを記載しない，時期・場所などの記載方法，情
報の内容の配慮事項など）を示したが，情報を削
除しても特定しうる，特定しないことにより意義
を損ねるなどの場合が考えられ，あくまでも「例
示」との位置づけとした．
　その一方で，精神科領域で取り扱われる個人の
情報は，「要配慮情報」のなかでも特別な配慮を要
する情報である場合がある．したがって，できる
限りプライバシー保護に配慮し，個人が特定され
ないよう留意する（プライバシー保護の責務）と
ともに，個人が特定される可能性を完全に排除で
きない場合には，十分な説明をし，理解を得たう
えで，同意を得る必要がある（説明と同意）．
　説明と同意に関しては，症例報告を行う場合に
原則として，症例報告の対象となる個人に対し，
症例報告の目的・意義，発表する内容とその方法
を，本人が理解できるように十分に説明したうえ
で，同意を得なければならない．この場合に，同
意しないことにより不利益を受けないこと，同意
撤回の自由についても説明する必要がある．な
お，未成年者，成年被後見人，被保佐人および被
補助人が，個人情報の取り扱いに関して同意した
ことによって生じる結果について判断できる能力
を有していないなどの場合は，親権者や法定代理
人等から同意を得る必要がある．ただし，表 1に
「例外」として示したような場合には，本人または
代理人の同意を得ることなく発表することが可能
な場合がある．

Ⅱ．症例報告におけるプライバシー保護 
ガイドライン作成過程における議論

　プライバシー保護ガイドライン作成にあたり，
当委員会で最も議論が難航したのは，症例報告
は，医学系指針，個人情報保護法のいずれが適用
されるのか，個人情報保護法の例外規定に該当し
うるのか，という論点である．医学系指針は，上
述のように，「研究目的ではない医療の一環とみ

＊1　 飯島祥彦，岩田仲生，尾崎紀夫，加藤忠史，久住一郎（委員長），栗原千絵子，中込和幸，夏苅郁子，橳島次郎， 
平山太日子
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なすことができる場合」には，症例報告を適用対
象外であるとしている．これ以前の「臨床研究に
関する倫理指針」Q & A5）では，症例数の多寡，

解析等の処理内容，公表の場（施設内か学会等報
告か），公表対象（患者・医療関係者等内部に限定
されるか，一般国民等に公表されるか）といった

表 1　「症例報告を含む医学論文及び学会発表におけるプライバシー保護に関するガイドライン」および Q & Aの概要

症例報告では，プライバシー保護に配慮し，個人が特定されないよう留意するとともに，原則として，十分な説明をし，
理解を得た上で，同意を得なければならない．
　日本精神神経学会における症例報告にあたっては，以下諸点の遵守を求める．

プライバシー保護の責務

　できる限り個人が特定されないよう，例えば以下のような方法で，プライバシーを保護する．
（ア）個人特定可能な氏名，入院番号，イニシャルまたは「呼び名」は記載しない．
（イ）住所は記載しない．生活史に関連する固有名詞はアルファベットを用いる（A市，B社など）．
（ウ）特に必要がない場合は，実年齢は記載せず，○歳代等と表示する．
（エ） 日付は，臨床経過を知る上で必要となることが多いので，個人が特定できないと判断される場合は月日を記載して

よい．年については，発表者の関わり開始を X年とし，X＋1年，X－1年といった記載を用いる．
（オ）他の情報と診療科名を照合することにより個人が特定され得る場合，診療科名は記載しない．
（カ） 既に他院などで診断・治療を受けている場合，その施設名ならびに所在地を記載しない．C病院，D市などとす

る．発表者が診療を行った施設は「当院」「当科」と表現する．
（キ）顔写真を提示する際には目を隠す等，個人を特定できないように配慮する．
（ク）症例を特定できる画像情報，剖検等に含まれる番号などは削除する．

説明と同意

　原則として，症例報告の目的・意義，発表内容，方法を，本人が理解できるように十分に説明した上で，同意を得る．
同意しないことにより不利益を受けないこと，同意撤回の自由についても説明する．
　未成年者，成年被後見人，被保佐人及び被補助人が，個人情報の取り扱いに関して同意したことによって生ずる結果
について判断できる能力を有していないなどの場合は，親権者や法定代理人等から同意を得る．

例外

　例えば以下のような場合には，本人又は代理人の同意を得ることなく発表することが可能な場合がある．その場合，
いずれの理由によるのかを明確にする．
・特定の個人が識別されず個人情報とはみなされない場合
・ 死亡している者の情報であって，家族等の個人情報であるとはみなされず，学術研究として報告を行うのでもない場合
・個人情報であっても，個人情報保護法の例外規定に該当する場合※ 1

　（1）法令に基づく場合
　（2）人の生命，身体又は財産の保護のために必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困難であるとき
　（3） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって，本人の同意を得ることが困

難であるとき
　（4）学術研究機関において学術の用に供する場合

Q & Aの論点

1． 同意は文書で得ることが望ましい．口頭で同意を得て記録を作成することでも許容される．（説明に含むべき事項，
説明文書・同意書書式例を例示．）

2．例外に該当する場合，発表者がどの例外に該当するか発表申請時に明示し，学会が適切性を判断．
3．ケースシリーズでも原則として本人同意が必要．医学系研究であれば指針に従い同意簡略化が可能な場合がある．
4． 非自発的入院の場合，本人に判断能力があると判断されれば本人同意のみ，判断能力を欠き，代理人が適切に選定さ
れれば代理人の同意のみでよい．

5． 本人が死亡している場合，遺族の個人情報とみなされる場合には遺族の同意が必要．該当しない場合，本人の生前の
意思・名誉等を尊重し，遺族の同意を得ずに発表できる場合がある．

※ 1 例外のうちの（1）～（3）は，個人情報保護法3）の第 16条（目的外利用の例外），第 23条（第三者提供制限の例外），
（4）は，第 76条（学術研究機関において学術の用に供する場合の例外）による．
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判断基準が示されており，学会発表は指針適用対
象寄りに解釈しうるものであったが，医学系指針
ガイダンス4）によって，学会発表を行うことのみ
をもって適用対象とはしないという考え方が一般
的となってきた．医学系指針の適用対象とならな
いのであれば，個人情報保護法3）の第 4章の規定
が同法第 76条により適用除外となる「学術研究機
関における学術研究」の定義からはずれてしまう
のではないか，という論点が喚起される．当委員
会では，法令解釈については確定させないまま，
上述のような精神科領域における症例報告の特殊
性を鑑み，また，厚生労働省による「医療・介護
関係事業者における個人情報の適切な取扱いのた
めのガイダンス」2）に従って，症例報告を行うにあ
たっては原則として同意を必要とする，という考
え方を基軸とし，例外として明記できるのは個人
情報保護法3）において例外と規定されている場合
に限られるであろう，という立場に立ってガイド
ラインを作成した．
　この過程において，一般社団法人日本医学会連
合「各学会活動における個人情報の取り扱いと配
慮について」7）が 2017年 10月に発表された．ここ
では，専門医試験等における症例情報や病歴情報
の登録を具体例として挙げて，「学術研究の用に
供する場合」には，個人情報保護法の第三者提供
制限を含む第4章の規定の第76条による適用除外
を受けることを，個人情報保護委員会事務局と確
認した，と明記している．この文書を受けて，各
学会は多様な見解表明を行ったが，当委員会とし
ては，これをもって学会活動として行う症例報告
はすべて個人情報保護法第4章の規定の第76条に
よる適用除外を受けるという解釈を明示すべきで
はないと判断した．その理由を表 2にまとめた．
　こうした複雑な法令解釈について検討する経緯
のなかで，当委員会としては，報告される対象と
なる個人の立場を最優先してガイドラインを最終
化することに合意した．当委員会は，精神科医，
他領域の医師，患者の立場，一般市民の立場，人
文社会科学専門家，学会内部，外部，といった多
様な視点をもつが，「患者」「当事者」である「個

人」が，「どう感じるか」「どのような不利益を被
りうるか」について，想像力を働かせることを最
優先した．また，この経緯においては，医師・患
者関係において，症例報告の重要性を説明し，同
意を得ることのできる関係を構築することの重要
性も合意された．そのような観点から，症例報告
における説明と同意のため，一部の委員の施設で
使用されている文書について再検討し，雛形とし
ての文書例をホームページに公表している10）．
　このように，複雑な法令解釈をめぐる議論を経
て，逆に，「患者」「当事者」「一般市民」「医療従
事者」が平易な言葉で語り合って共有しうるよう
な原則を探ることの重要性を気づかされるという
経緯があった．当委員会の立場は，本来は個人情
報保護法が依拠すべき憲法第 13条に示される個
人の尊重より導かれる個人のプライバシー権や人
格権よりも，医師の裁量権，憲法第 23条に規定さ
れる「学問の自由」に重きがおかれがちな日本の
医療関係者・学術研究機関におけるバランスのと
り方の，大多数を代表するものではない可能性は
ある．また，個人情報保護法の適用除外規定の範
囲に対する正しい解釈として示すものでもない．
法令の示す適用除外規定をそのまま取り入れた学
会ガイドラインを，今後どのように運用するか
は，実際の症例報告が提出された際に，その評価

表 2　 学会活動として行う症例報告はすべて個人情報保
護法の適用除外を受けるという解釈を明示すべき
ではないと判断した理由

・ 精神科領域で扱う個人情報は「要配慮情報」のなかで
も特に配慮が必要である．
・ 日本精神神経学会は他学会と異なり，医学の非専門家
も広く参加する学会として，その透明性・公開性を長
所としてきた一方で，発表対象となる個人のプライバ
シー・リスクも高い．
・ 日本医学会連合の見解表明7）では，公表を前提としな
い専門医試験等のための症例登録を例示し，個人情報
保護委員会の「事務局」が「学術研究の用に供する場
合」に該当するならば，という法令の記載どおりの限
定つきの解釈を述べたことを，同事務局の発表ではな
く医学会連合として発表しているため，この例外が適
用しうる範囲は明確ではない．
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の責任を担う者が，症例報告対象者の権利と，学
問の自由および学術の発展もしくは公衆衛生など
との間のバランスをどのようにはかって，個々の
事例に対する判断を示すか，その蓄積に委ねられ
ることになる．

Ⅲ．本人同意をめぐる今後の課題
　2018年のプライバシー保護ガイドライン9）およ
びその Q & A10）の公表後，会員から，また時には
会員外からも，多くの質問が寄せられ，また本学
会誌上の論争も喚起されている1,11）．学会の場に
おいて，さまざまな立場の主張が表明され，学術
的文脈による報告が行われることは，学会がその
重要な機能を果たしていることを意味し，当委員
会の見解に対する反論も含めて，多くの意見交換
がなされることが望まれる．
　今回，プライバシー保護ガイドライン9）および
Q & A10）の記述をまとめる際に，検討したものの
課題として残された重要事項として，少なくと
も，表 3に示す事項が挙げられる．これらの事項
については，学会員，また学会外部からの意見・
情報を反映し，さらに検討を深めていきたい．ま
た，Q & Aの冒頭に記載されているとおり，ガイ
ドラインや Q & Aの内容は，法令・指針等の新
たな解釈が示されれば，今後変更される可能性が

ある．しかしながら，本ガイドラインおよび Q & 
Aを作成する過程で，当委員会が合意した，患
者・当事者の立場を最大限に尊重し，良き医師・
患者関係があってこそ症例報告が成り立つという
基本的な考え方は変わらないであろう．

お　わ　り　に
　改正個人情報保護法3）が学術研究や症例報告の
あり方に及ぼした影響は大きい．長らく「聖域」
とみなされてきた「学問の自由」についても再考
する機会を与えられたことになったが，学会員の
多数を占める医療者・研究者は，自戒も含めて，
これまでこの問題にあまりにもルーズであったの
ではないかという自省に立ち帰る必要がある．
　世界医師会による「ヘルシンキ宣言」第 8条
（2013年改訂版）12）に述べられているように，「医
学研究の主な目的は新しい知識を得ることである
が，この目標は個々の被験者の権利および利益に
優先することがあってはならない」のであり，研
究遂行と患者の利益・権利が解決しがたく相反し
たときには医学研究が引かざるを得ない11）．この
考え方は，症例報告においても共通すると考え
る．ガイドラインによって症例報告が行われにく
くなり，学問の発展が停滞することを危惧する声
もあるが，逆に，医療者・研究者と当事者・家族
との真の協力関係を基盤にした研究活動が盛んに
なることで，精神障害の解明と新たな治療法の開
発が進展し，社会一般からの理解が深まっていく
ことを期待したい．

　なお，本論文に関連して開示すべき利益相反はない．
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Ethical Consideration on Publication of Case Reports：Discussion in the Process of  
Developing the Privacy Protection Guideline and Issues Concerning Informed Consent

Ichiro KUSUMI1）, Chieko KURIHARA2）
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　　The research ethics committee of the Japanese Society of Psychiatry and Neurology
（JSPN）published guidelines and a Q & A for privacy protection in the publication of case 
reports. Many issues have been discussed during the process of their development. In this 
article, we outlined the privacy protection guidelines and introduced the discussions held dur-
ing the process. We have not clarified whether the policy of privacy protection in the publica-
tion of case reports should be in accordance with“Ethical Guidelines for Medical and Health 
Research Involving Human Subjects”or“Act on the Protection of Personal Information”. How-
ever, we have prioritized to imagine how a patient or person concerned feels or suffers disad-
vantage due to publication of case reports. In the process of developing the guidelines, we 
found that it is important to find a common principles and common comprehensible wordings 
to discuss together among the patients or persons concerned, general citizens and medical pro-
fessionals. There are many remaining issues that we examined but did not reach a consensus 
for. We will continue to discuss such topics with both members and nonmembers of JSPN. If 
we find updated interpretations of laws and regulations, we may revise the guidelines and the 
Q & A for privacy protection in the publication of case reports. However, we will keep our fun-
damental idea that a credible case report can only be published based on the highest respect 
for a person concerned, and on the trustworthy relationship between them and the physician.
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